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竹田市全域のまちづくりと似ている「図書館政策のかたち」です。
　１市３町が合併した竹田市全体の将来像については、2013年３月に「竹田市

都市計画マスタープラン」が策定され、広域の市域を、城下町都市拠点地区、

５つの地域拠点地区、10の近隣生活拠点地区によるツリー型都市構造として、

都市経営の改革が図られています。また並行して「竹田市新生ビジョン」では、

政策を総合化と地域性の視点から再構築して市民に提示し、城下町再生と中心

部の求心力の強化(中心市街地活性化)をリーディングプロジェクトで進めます。

　図書館、まちコミ、文化会館の施設更新と魅力的な新しい活動と場の創造が、

これまでの上位計画の理念の下、具体化の為に構想づくり部会が開かれました。

図書館はもとより一軒の無料貸本屋ではなく社会システムです。全ての市民の

暮らしに関わるサービスをめざしますから、市の都市の課題を共有しています。

　広く薄く分散した居住や農業中心の就業のかたち、高齢化の進行、公共交通

の劣化、中心地の駐車場不足など、都市計画で指摘された課題は、図書館にも

行政サービスの投資と効果の視点から、克服すべき同じ課題となっています。

この構想では、欧米に学び国が例示する集中と選択の方針を施策案としました。

竹田市の図書館の将来像をこのように構想しました。
　市民なら、だれでも、どこに住んでいても、いつでも、どんな資料でも

利用できる。まちに図書館があるという将来像をそう考えて構想しました。

　研究と議論の下敷きには「文部科学省　図書館の設置及び運営上の望ま

しい基準」を使い、①竹田の図書館のいま、②図書館サービス網の計画、

③センターとしての新中央図書館、という３段階で基本構想を作りました。

　すべての竹田市民の暮らしが、地域社会のインフラとしての図書館に支

えられて、市民生活と故郷竹田市の双方が豊かに成長してゆく。そうした

将来像につながる、社会システムとしての図書館像を議論し構想しました。

そして、２つの視点を、基本構想づくりを貫く考え方の原則と致しました。

「全ての市民のための図書館を」　「まちに図書館があるということ」
　竹田市の全域を一体的にとらえた　　市民の暮らしと地域社会を支える

　まちづくりを進めていくために、　　専門性､市民性､広場性､地域性､を

　図書館政策をどう構想してゆくか。　持つ本物の図書館をどう始めるか。

効率的でコンパクトな行政サービスの形は、

市民の暮らしの形と馴染む必要があります。

生活に対応したサービスの形に取組みます。

また、中心市街地のセンター機能と、郊外

に分散する市民の暮らしとのつながりに、

(ひと､資料､情報の対応に)不十分があれば、

図書館は存在を否定され、共感を失います。

市民と向き合うサービスで接点を造ります。

地域拠点の図書分室、近隣生活拠点の学校

や幼稚園、病院や店舗にＢＭが出かけ、少

数精鋭の図書館員が利用者とつながります。

これを支えるセンターの機能を整備します。

由学館以来の伝統を持ち、百年の歴史を数

える現図書館の隣地に、新しい中心図書館

が生まれます。市民の記憶の竹田市図書館

がつながります。竹田らしさの象徴である

岡藩以来の竹田資料も、歴史資料館と協働

連携して、守り、開示し、利用に供します。

最も多くの徒歩や自転車の利用圏域を持ち、

市民や観光来街者の来館に直接サービスを

提供します。あらゆる資料情報や、活動や

くつろぎの場を提供し、歩いて廻る城下町

の奥にあって、回遊性を高め賑わいを広げ

ます。城下町に点在する他の情報拠点とも

連携して、竹田の魅力が街なかにつながる

エコミュージアムの一隅を受け持ちます。

郊外からの利用者や若い家族利用のために

駐車場を、順次街なかで強化してゆきます。

中心市街地のまちづくりのなかでも、魅力ある拠点として輝きます。

竹田市 新図書館建設 基本構想わたしたちの図書館基本構想 竹田市＋市民検討部会 2014.05.

竹田市全体の
大きな まちづくりのなかで

中心地にあって市民とつながる図書館

[概要版]
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JR豊肥本線

JR豊肥本線

中

幼

小

高

幼稚園

小学校

中学校

高等学校

病院

公民館･分館

図書館･図書室

凡　　　例

保 保育所

老人福祉施設老

市役所・支所

バス路線

鉄道(JR)

人口分布(25人)

老

老

老

老

老

半径２kmの
やや広い
徒歩圏

※通常徒歩圏は本館で
半径1.5km分館1.0km
で計画する。

高

中

保

幼

幼

幼

保

保

保

保

小
小

小

小

小

小

小

小

小

小

小

小

高

高

高
中

中

中

中

中

10km５km０ １km

1/150,000

③直入Ａコース

①久住Ａコース

⑤荻　コース

⑦竹田西コース

②久住Ｂコース

④直入Ｂコース

⑥竹田南コース

下竹田

長湯
都野

久住

白丹

宮城

菅生

城原 岡本

荻

柏原

宮砥
嫗岳

入田

玉来･松本

竹田･豊岡

明治

下竹田

長湯
都野

久住

白丹

宮城

菅生

城原 岡本

荻

柏原

宮砥
嫗岳

入田

玉来･松本

竹田･豊岡

明治

・場所も利用も良い。
・新しい本や雑誌を。
・滞在のスペースを。
・荻の資料の保全を。

・土日も開くように。
・新しい資料が入る。
・人が集まるように。
・久住資料の保全を。

４つの円の徒歩圏外に
居住する市民は人口の約70％

豊後竹田駅

豊後荻駅
玉来駅

久住地区

直入地区

荻地区

竹田地区

竹田地区

　 内人口
約1,100人

内人口
約3,500人

内人口
約1,600人

内人口
約1,000人

・人口　：2,464人
・世帯数：1,021戸
・小学校：1
・中学校：1
・公民館：1
・図書室：1

直入地区

竹田地区
・人口　：14,398人
・世帯数： 6,626戸
・小学校： 7
・中学校： 2
・公民館：13
・図書館： 1

久住地区
・人口　：4,254人
・世帯数：1,777戸
・小学校：3
・中学校：2
・公民館：3
・図書室：1

荻地区
・人口　：3,123人
・世帯数：1,180戸
・小学校：1
・中学校：1
・公民館：2
・図書室：1

ＢＭ自動車図書館サービス

と　運行７ルート

・人が集まる場所に
　図書室移動整備を。
・新しい資料が必要。
・直入資料の保全を。

北

現代の図書館サービスを始める時の３原則は、44年前に法則化されました。

① こどもに対するサービスを重視する。（学校との連携が加わります。）

② 貸し出し利用を重視する。（レファレンスや市民活動につなぎます。）

③ 全域への奉仕を重視する。（図書館サービス網をもつ社会システムに）

広い竹田市に、中央の図書館から自動車図書館サービスの枝葉がひろがり、

点在するサービスポイントでは、上にある三原則が展開されます。それは、

図書館の３要素である、ひと･資料･施設によって成長することになります。

竹田市のどこに住んでいる人にも図書館サービスをとどけます。

ＢＭは70％の市民のもとへ。

５

○ＢＭ(3500冊搭載)と配本車(600冊搭載)
　で運行する。
○スタッフ２人 

　(交代で司書１人＋応援の運転手)
○目標は年間４万冊の貸出利用。
○火曜、水曜、木曜、金曜の週４日運行。

　　　　　　　　  　(一日４~６ﾎﾟｲﾝﾄ)
○２週間に一度、４方面７コース。
　　　　　　 　(28~42ｻｰﾋﾞｽﾎﾟｲﾝﾄへ。)

　①久住Ａコース　　　 ②久住Ｂコース
  ③直入Ａコース 　　　④直入Ｂコース
  ⑤荻コース     　　　⑥竹田南コース

  ⑦竹田西コース
○公民館・小学校・中学校・保育園、
  老人施設、病院、地域中心のショッピ

  ングセンターや、郊外の移動販売車の
  駐車場を廻る。
○経費は、車両費､２名人件費､資料費。

サービスポイントを検討する福祉系施設・医療系施設

竹田市

保育所 養老
ホーム

特養
ホーム

老人
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
センター

病院 歯科診療所 医師数 医師数
歯科

医　療福　祉

９ １ ３ ７ ３ 28 12 39 13

区分

資料：Ｈ16大分県統計年鑑
    竹田市福祉事務所資料
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Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度

基本構想策定

11月

工事発注

議会

8月

夏休み
8月開館

4月 4月4月

開設準備室の業務

ﾌｫｰﾗﾑ

承認

確認申請

開設準備は竣工後４ヶ月は必要となります。

設計者選定

基本・実施設計9ヶ月

建設工事10ヶ月 外構工事2ヶ月

開設準備家具工事

図書購入

部会

条例規則準備

図書購入
敷地測量と地盤調査

家具設計

開館までのスケジュール案を構想しました。各地の図書館づくりの進み方を参考にしました。

参考資料を整理しました。検討部会で議論の素材とし、今後の開設準備に役立つ資料です。

●行政ヒアリング

　　　○市長　　 　首藤　 勝次

　 　　○副市長　　 野田　 良輔

　 　　○竹田市総合まちづくりセンター

　　 　　事務局長：渡辺　一宏(市長公室補佐/建設課長補佐)

　 　　○竹田市環境衛生課　 生活排水係ご担当

　 　　○文化財課・竹田市歴史資料館

　　 　　課長補佐：佐伯　治　 参事：城戸　 誠　

　　 　　主査：入江　康太

●市民グループヒアリング

　 　　○新竹田市立図書館を考える会

　　　　ヒアリング・勉強会	 参加者

　　　　平成26年２月１日,２月27日

　　　　　赤座　昭義(代表)　秦　直子(副代表)

　　　　　古井　久和　　　　足達　計司

　　　　　大塚　広　　　　　秦　　典子

　　　　　麻生　裕美　　　　堀　　智美

●竹田市城下町再生プロジェクト図書館部会

　図書館部会（全６回開催）

　○平成25年11月６日　　○平成26年３月17日

　○平成26年１月31日　　○平成26年４月11日

　○平成26年２月27日　　○平成26年５月９日

　会長　：吉岡　雄三（社会教育委員/図書館協議会委員）

　 副会長：秦　 典子　 （新竹田市立図書館を考える会代表）　

　委員　：井　陽二郎（学校関係者代表/校長会会長）

　　　　　大塚　英子（元保育士）

　　　　　伊藤　誠至（公民館嘱託職員）　

　　　　　吉野　聖子（図書館ボランティア）

　　　　　中臣　一　（青年世代代表/竹工芸家）

　　　　　松本　優　（子育て世代代表）

　　　　　佐藤　徹　（まちづくりｾﾝﾀｰコーディネーター

　 　　　　　　　　　　　　	 /前商工会議所青年部会会長)

　事務局：吉野　英勝（教育長）

　　　　　甲斐　健三（前図書館長）後藤　 芳彦（図書館長）

　　　　　上野　寿雄（前図書館参事）

　　　　　麻生　裕美（図書館司書）

　　　　　渡辺　一宏（まちづくりｾﾝﾀｰ長/建設課/市長公室）

　　　　　寺田大塚小林計画同人

この基本構想は、市民と行政の協働で議論されてまとめられました。

□「教育基本法」　　　　　　　　　　　　　　　　　文部科学省1947改2006

□「図書館法」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文部科学省1950

□「図書館の設置及び運営上の望ましい基準」　　　　文部科学省2001改2012

　　http://www.mext.go.jp/a_menu/01_1/08052911/1282451.htm

□「これからの図書館像-地域を支える情報拠点をめざして-」文部科学省2006

　　http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/18/04/06032701.htm

□『豊の国　図書館づくりマニュアル』　　　　　　　大分県教育委員会1996

□『大分県における図書館ネットワークのための課題』

　 　　　　　　　　　　　　　　　　大分県図書館等ネットワーク研究会1993

□「たけた活力創造計画2006」　　　　　　　　　　　　竹田市総合計画2006

□「新生ビジョン」　　　　　　　　　　　　　　　　　竹田市総合計画2011

□「竹田都市計画マスタープラン」　　　　　　　　　　竹田市総合計画2013

□「竹田市都市再生まちづくり基本構想市民アンケート」　　　　竹田市2013

□「H16	 大分県統計年鑑」　　　　　　　　　　　竹田市福祉事務所資料2014

□『創立九十周年記念誌　図書館90年のあゆみ』　　　　竹田市立図書館1999

□『創立百周年記念誌　　図書館百年のあゆみ』　　　　竹田市立図書館2010

□「平成24年度　竹田市立図書館業務統計表」　　　　　竹田市立図書館2012

□『平成25年度　竹田市立図書館要覧』　　　　　　　　竹田市立図書館2013

□「荻公民館だより　かけはし」　　　　　　　　　　　　　　荻公民館2014

□「ほんのもりつうしん」第9号　　　　　竹田市PTA連合・図書館研究会2001

□「創ろうみんなの図書館」1・2号　　　　新竹田市立図書館を考える会2012

□「公共図書館の任務と目標」　　　　　　　　　日本図書館協会1989改2004

□『いま、学校図書館を考えるために』塩見昇(講演)　　日本図書館協会1994

□『図書館のめざすもの』竹内さとる　　　　　　　　　日本図書館協会1997

□『公立図書館の経営』大澤正雄　　　　　　　　　　　日本図書館協会1999

□『学校における情報活用教育』ｼﾞｪｰﾑｽEﾍﾘﾝｸﾞ　　　　　日本図書館協会2002

□『図書館長のしごと』ちばおさむ　　　　　　　　　　日本図書館協会2008

□『本のある広場』ちばおさむ　　　　　　　　　　　　教育資料出版会1992

□『わがまちの学校図書館づくり』　　　　　　　　　　教育資料出版会1998

□『苅田町立図書館の3000日』増田浩次　　　　　　　　　リブリオ出版1997

□『これからの図書館』菅原峻　　　　　　　　　　　　　　　　晶文社1993

□『図書館の明日をひらく』菅原峻　　　　　　　　　　　　　　晶文社1999

□『建築から図書館をみる』植松貞夫　　　　　　　　　　　　勉誠出版1999

□『情報基盤としての図書館』根本彰　　　　　　　　　　　　勁草書房2002

□『未来をつくる図書館』菅谷明子　　　　　　　　　　　　　岩波新書2003

□「まちの本棚」　　　　　　　　　　　　　福岡ビジネス創造センター2013

□『つながる図書館』猪谷千香　　　　　　　　　　　　　　ちくま新書2014

□『日本の図書館統計と名簿2012』　　　　　　　　　　日本図書館協会2013

○久住公民館

　館長：本郷　純司　 　主査：柚木　玲奈

○直入公民館

　館長：後藤　篤美　 　職員：山田　ひとみ

○荻図書室

　職員：高橋　優子

○南部小学校図書室

　 学校司書：三宮　 智恵美

○城原小学校図書室

（学校司書：渡辺　裕子）

図書館部会の委員は、竹田市の市民活動や

社会教育や学校教育で活動されている方に

集まっていただきました。新図書館の建設

だけでなく竹田市全体の図書館サービスの

将来像が、基本構想として議論されました。

６回の議事テーマや研究資料や議事録は、

基本構想本編の巻末に、資料編としてまと

められ、施策や設計資料に供するものです。

本構想は竹田市城下町再生プロジェクト図書館部会で検討

されました。竹田市全体の図書館サービスの状況を確認し、

日本の図書館政策の指針と先進例に学び、竹田市全体の図

書館サービスのあり方と、センターとなる新中心図書館に

ついて構想しました。並行して市民グループや行政関連部

門にヒアリングし、広く呼びかけてフォーラムも開きご議

論をして頂きました。事務局は教育委員会図書館が中心で

務めました。記して謝意を表します。平成２６年５月出版

　 　　　　　　　

○竹田市教育委員会

　 教育長　：吉野	 英勝

　総務課長：甲斐	 健三　　 総務課：阿南	 裕彦

○竹田市立図書館

　館長：甲斐	 健三(前任)　 後藤	 芳彦(新任)

　参事：上野	 寿雄(前任)

　 司書：麻生	 裕美　　 　　 児玉	 真里子

　　 　　磯部	 綾佳　　　　熊谷	 圭子(前任)

　　 　　 大塚	 敏江(前任)　 大木	 恵美(新任)	 

　　　　後藤	 由佳(新任)　

　職員：山田	 裕美(前任)

○竹田市総合まちづくりセンター

　 センター長：渡辺　 一宏　 （企画情報課参事）

　 　　　　　 　佐田　 圭司　

○企画情報課　 　　井出　 剛

○コンサルタント

　 株式会社　寺田大塚小林計画同人

　　寺田　芳朗　　小林　春奈　　松村　和雄

　　中野　寛之　 　寺田　祥子

　（助言）

　　山崎　周作（元豊津町図書館	 副館長/文化振興室長）

　　　　　　　（元苅田町立図書館	 係長/開設準備担当）

竹田市新図書館建設基本構想策定事務局

●新図書館建設市民フォーラム

平成26年４月25日夕方から、総合社会福祉センターで

フォーラムが開かれ、１１１人の参加がありました。

基本構想づくりの進み方とその内容についてご報告し、

会場から、学校図書館の充実・竹田郷土資料の利用し

易さの改善・若い世代の利用からの要望などご意見を

得ました。またアンケートで意見も集められました。

同日、市のホームページでは基本構想が情報開示され、

より広い市民にパブリックコメントが募集されました。

（敬称略・順不同・参画時の役職名の記載）

８


